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平成 30 年度 大阪高校春季サッカー大会（女子の部）

ルビオルが決めたゴールで勝利した
ナポリを見届けて、ローマに移動し
た。

インターハイ大阪大会で敗退
めぬまカップと関東遠征
準決勝で大阪学芸に再び敗れる

平成 30 大阪高校春季サッカー
大阪高校春季サッカー〈女子の部〉
春季サッカー〈女子の部〉は
〈女子の部〉は 4 月 29 日から J-GREEN 堺
ほかで行われ 2 回戦から参戦した大阪桐蔭高校は準決勝で大阪学芸に 0-2
で敗れ第 3 位となり優勝チームに与えられる第７１回近畿高等学校サッカー選
位となり優勝チームに与えられる第７１回近畿高等学校サッカー選
手権大会への切符を手にすることはできなかった。
手権大会への切符を手にすることはできなかった。
初戦リベルテとの戦いはクレーグラウンドで前日から降った雨の影響で悪コ
初戦リベルテとの戦いはクレーグラウンドで前日から降った雨の影響で悪コ
ンディションの試合となった。なかなか得点できない展開で前半はスコアレスド
ンディションの試合となった。なかなか得点できない展開で前半はスコアレスド
ローで折り返した。後半開始 6 分右コーナーキックから樋口が決め先制し逃
分右コーナーキックから樋口が決め先制し逃
げ切った。準々決勝は新人戦で苦戦した桜宮だった。この試合も後半まで得
点できず嫌な雰囲気だったが、中尾のパスに反応した松井が飛び出し決め
勝利した。
◇準決勝（（5 月 13 日、
日、JJ-GREEN 堺 S10
S10））35 分
◇準決勝
ハーフ（カッコ内は前半のスコアー）
ハーフ
（カッコ内は前半のスコアー）
大阪桐蔭 0-2（0-1）大阪学芸
【得失点】30 分（大阪学芸）、57 分（大阪学芸）

開始から攻撃的に入った。前半 2
分高田のロングパスから松井が突破、
キーパーに倒され PK を得たがキッカ
ー廣崎が痛恨のミス。先制チャンスを
逃した。さらに 16 分コーナーキックか
ら中尾がネットを揺るがすがオフサイ
ドで認められなかった。16 分組み立
てミスからカウンターを受け失点、後
半反撃を試みるも 18 分に追加点を与
え新人戦のリベンジはならなかった。
◇準々決勝（（5 月 6 日、
日、大阪教育センター附
◇準々決勝
大阪教育センター附
属高校）
属高校）
大阪桐蔭 1-0（0-0）桜宮
【得点】46 分松井

回戦（（5 月 3 日、
日、成美高校
成美高校））
◇2 回戦
成美高校
大阪桐蔭 1-0（0-0）香里ケ丘リベルテ
【得失点】39 分樋口

イタリアキャンプ

3 月 12 日から 20 日までイタリアキャ
ンプを行った。2 年に一度ヨーロッパ
を訪問しているが今回はローマ、ナポ

リを訪問した。関西空港からアラブ首
長国連邦都市ドバイを経由して 13 日
ローマに降り立った。早速ローマ市内
を観光した。ナヴォーナ広場から
2000 年前の建造物パンテオン、ヴィ
ットーリオ・エマヌエーレ 2 世記念堂が
そびえるヴェネツィア広場、ローマ遺
跡が見渡せるフォロロマーノからコロ
ッセオ、トレビの泉、スペイン坂など市
内観光名所を見て回った。夜にはヨ
ーロッパチャンピオンズリーグ 1 回戦
セカンドレグローマ対シャフタールド
ネツクをオリンピコスタジアムで観戦し
た。ファーストレグを 1-2 で落としたロ
ーマが 1-0 で勝利し見事突破。ロー
マサポーターとともに勝利を祝った。
翌日からはローマ市内ホテルで練習
や AS ローマ女子チームなどと試合を
した。驚くことに男子サッカー部と同じ
ホテルに滞在した。別々の代理店を
使ったのに偶然だった。広い世界で、
広いイタリアで、広いローマで同じ学
校のサッカーチームがボールをけっ
ている光景にお互い驚いた。
後半はナポリに移動。AS ナポリは
マラドーナが活躍しセリエ A 優勝を果
たしたチームで有名。ナポリ市内観光
はあいにくの雨だったが歴史のある
街を心行くまで堪能できた。またナポ
リといえばピッツァ。ナポリ出身コーチ
がすすめるレストランで最高の料理を
堪能した。最後の夜はナポリ対ジェノ
アを観戦。後半 27 分にスペイン人ア

3 月 21 日から 4 月 2 日まで関東遠
征をおこなった。山梨学院大学、帝
京平成大学、慶應義塾大学、尚美大
学、大東文化大学などの強豪大学と、
湘南学院、修徳高校、十文字高校な
ど全国上位常連チームに胸を借り
た。
3 月 25 日からは熊谷市で行われた
第 24 回選抜高校女子サッカー大会
「めぬまカップ」in 熊谷に参加した。一
次リーグは 3 勝 1 分 1 敗でグループ 3
位となり順位トーナメントに進み最終
結果は 19 位となった。
〈予選リーグ〉
大阪桐蔭 2 -0 熊谷女子、大阪桐蔭 9
-0 太田女子、大阪桐蔭 2 -1 鶴岡東、
大阪桐蔭 1 -1 湘南学院、大阪桐蔭 1
-3 香川西
〈順位トーナメント）
大阪桐蔭 6 -0 村山学院、大阪桐蔭 0
-1 磐田東、大阪桐蔭 6-0 星翔

関西 Liga

Student

関西 Liga Student が開幕した。大学
と高校の強化、交流を目的に行ってい
る。
日、姫路獨協大学））80 分ゲ
◇第 1 節（4 月 14 日、姫路獨協大学
ーム
大阪桐蔭 2-5（0-1）姫路獨協大学
【得失点】2 分失点、47 分大田、51 分失点、56
分失点、66 分失点、76 分樋口、78 分失点

◇第 2 節（4 月 22 日、武庫川女子大学）
大阪桐蔭 0-4（0-1）武庫川女子大学
【得失点】2 分失点、59 分失点、75 分失点、80
分＋1 分失点

日、大阪産業大学））
◇第 3 節（4 月 30 日、大阪産業大学
大阪桐蔭 6-0（5-0）京都精華高校
【得点】14 分杉山、18 分杉山、19 分小川、29
分小川、32 分杉山、75 分小川

新 1 年生 15 名が入学

4 月 4 日桐蔭アリーナで入学式が
行われ女子サッカー部 13 期生 15 名
が入学した。今年は総勢 44 名となっ
た。

